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中国特許情報講座 その２ 

中国語が読み書きできないサーチャーのための 
中国語抽出法 

 
アジア特許情報研究会 

伊藤徹男 
 
要約：これまで各所のセミナーで紹介してきた中

国特許情報のうち、本稿ではデータベース検索用

の中国語抽出法について紹介します。 
中国特許情報に限らず韓国やインドネシア、タ

イ、ベトナムなど英語圏以外の特許情報も各国特

許データベースだけでなく、商用英語データベー

スにも収録されるようになり、特許情報担当者で

あるサーチャーも欧米特許のような気軽さで英語

情報にアクセスできるようになった。 
しかしながらその情報の多くは各国原語を英語

に翻訳したものであり、その翻訳精度が問題とな

る。特に、中国特許情報の英訳は誤字・脱字・誤

訳が他国の英語情報に比べて多く、サーチャーも

そのことに気づかず調査していることもある。 
中国特許英語情報の翻訳問題については、中国

特許情報講座（その１）でも簡単に紹介したが、

ここでも簡単に触れ、その詳細なデータを示して

の紹介は別稿に譲ることにしたい。 
ここでは私のような中国語をはじめ各国原語の

読み書きができないサーチャーのための中国語抽

出法を紹介します。 
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１．はじめに 

２．検索用中国語の抽出 

３．中国語独特の表記例 

４．中国語出願人名の抽出 

５．中国語用語、出願人辞書「ゆれたん」 

６．まとめ 

 

１．はじめに 

前稿 1)では、中国特許情報を検索するには（商

用）英語データベースだけでは検索漏れを生じ、

英語情報と共に中国語情報も併せて検索する必要

があることを紹介しました。 

しかし、中国語の読み書きができないサーチャ

ー（現時点では日本のサーチャーのほとんどがそ

うであると思う）がどのようにして中国語を抽出

して検索式に取り入れ活用するのか、というのが

問題となります。本稿ではその解決法のいくつか

を紹介するのが目的です。 

 

２．検索用中国語の翻訳ツールによる抽出 

１）無料翻訳ツールで中国語を抽出する 

WEB 上には古くから日英・英日の翻訳ツールが

無料で提供されるサイトが数多くあり、2000 年代

までは日英・英日あるいは日独・独日翻訳など１

対１対応の翻訳ツールが中心であった。2010 年以

降は中国をはじめとするアジア各国の特許文献な

どに接する機会も増え、翻訳ツールも多言語対応

のものが増え、最近では AI を活用した「自動翻訳」

を謳うものや音声認識ツールとして日本語で話し

かければ英語や中国語などに翻訳表示してくれる

もの、あるいは画像を認識して翻訳してくれるも

の（これらは無料のものはほとんど見かけない）

など多様なツールが現れました。 

また、同じ用語でも分野が異なれば異なる翻訳

がされることがあるので、分野を限定して翻訳精

度を上げるものなど様々なものがあります。 

 

それでも、無料ツールでは日中・中日や日韓・

韓日など１対１対応のものが多く、英中・中英、

英越・越英など英語と外国語に対応する日本語以

外の言語翻訳ツールも活用することが望ましいと

思います。 

日中・中日翻訳ツールとして紹介されているも

ので Google と excite の翻訳を比較してみると、 

excite は、中国語では一般的な表現である「太阳

能电池」やポリウレタンの表記の１つ「聚氨脂」

をうまく訳せていません。中国語の場合には中

英・英中翻訳の方が良好なことが多いようです。 

 

２）中英翻訳ツール 

一般に「Google 翻訳」など翻訳ツールの翻訳精

度はかなり向上しましたが、翻訳候補は原則とし

て 1つしか示してくれません。 

2018 年以前は、図１のように若干の異表記も示

す機能もありましたが、現在では見当たりません。 

日常会話では、ほとんど異表記（同じ意味の用

語の他表記）は問題になりませんが、特許情報な

どを抽出する場合には同義語など異表記を網羅し

て検索する必要もあります。 
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図１．Google 翻訳ツールの異表記表示 

 

図２．Google 翻訳ツールで英中翻訳 

 

翻訳精度に優れた Google 翻訳でも異表記を表

示してくれないので、例えば、「還元」に該当する

英語 reduction と入力しても中国語では「减少」

と訳されてしまいます。もちろん、「reduction 」

は「减少」とも訳されますが、求める「還元」に

相当する「还原」が出てきません。英語で「redox

（日本語では「酸化還元」）とやると、ようやく「氧

化还原」と求める中国語が得られます。逆翻訳で

「还原」とやると「reduction」となり、「氧化还

原」とやると「redox」となります。求める用語に

よってはこのように難しい面もあります。 

 

これに対して１つの英語タームに対して複数の

翻訳候補を示してくれる英中・中英辞書（鄭州大

学：英汉-汉英科技大词典 2）や英中化学用語辞書

Chem YQ 3)なども便利です。しかし、これらも異

表記を網羅してくれる訳ではありません。 

 

 

図３．鄭州大学：科学用語辞典（laminate の例） 

 

鄭州大学科学用語辞典の素晴らしいところは

Google 翻訳より多くの異表記を示してくれると

ころと、英語用例（上記 laminate では 36 例）と

共に中国語を示してくれるところです。 

英中化学用語辞書Chem YQでは鄭州大学科学用語

辞典では示してくれない化学用語（特に化合物名）

について複数の用例を示してくれますので、鄭州

大学科学用語辞典と使い分けるとよいでしょう。 
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図４．Chem YQ(polyurethane の例) 

 

３）中国語版言選 Web 
キーワードの自動抽出システムとして知られて

いる「言選 Web」に中国語版 4)が用意されていま

す。日本語版と同様に中国特許・実案の抄録、ク

レームなどを貼り付けるとキーワードを切り出し

てくれるので、そこに示されるワードを検索用語

として活用できます。特許文書中からのワードで

すので確実とも思われますが、やはり異表記まで

は示してくれません。 
 

 

図５．言選 Web 中国版 

 

では、中国語の異表記を網羅的に抽出するには

どうしたらよいでしょうか。それは中国語情報と

共に英語情報を収録しているデータベースから抽

出する、ということになります。 

業務で利用する中国語データベース CNIPR 日本

版では中国語はもちろん英語（日本語でも）、場合

によっては中国語＋英語のハイブリッド検索も可

能です。しかし、これは有料の商用データベース

です。 

そこで中国用語の抽出だけであれば Innojoy と

いう、CNIPR と同様に、英語情報も収録し、中国

語＋英語のハイブリッド検索が可能なデータベー

スの機能が一部無料で利用できるので紹介します。 

 

メールアドレスと自分で決めたパスワードを登

録すれば図６に示すような検索画面に入れます。

画面上部の「検索」にカーソルを合わせればテー

ブル検索（フィールド検索）、論理検索（ブーリア

ン検索）、表現式検索（コマンドを使ったアドバン

スド検索）や有料とはなりますが、概念検索、AI

検索をはじめ、意匠では画像検索も可能であるな

ど CNIPR 以上の機能もあります。 

また、検索結果の解析も CNIPR にはない観点か

らの解析も可能となっていますが、こちらは有料

機能となります。 

 

図６．Innojoy ログイン後の画面 
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CNIPR と同様、中国の公開特許、登録特許、実

案、意匠などの他、各国の特許情報も検索できま

すが、CNIPR 同様、他国の収録は不充分です。 

無料では、検索は１日２０回までと検索結果の

ダウンロードができないことです。しかし、英用

語から中国語を抽出するには充分です（図７）。 

 

図７．検索結果一覧の書誌、要約 

 

検索結果一覧の右画面上部の翻訳ボタンをクリ

ックすれば発明の名称が日本語や英語で、請求項

が英語に翻訳されて表示されます。 

 

図８．翻訳画面 

 

４）中国語抽出手順 

Innojoy の機能についてはここまでとし、本題

の中国語抽出手順を「solar cell（太陽電池）」を

例に挙げてみます。他の用語も同様の手順で網羅

的に抽出ができますので試してみてください。 

英語用語で検索し、検索結果一覧中の対応する

中国語を探すことになりますが、「簡単に視認でき

る」という観点から「発明の名称」の英語と中国

語を比較して該当用語を抽出します。 

タイ語やインドネシア語（私の場合はハングル

も）などはどの部分が英語に対応する用語か判別

も難しく「Google 翻訳ツール」も使いながら特定

しますが、日本人にとっては簡体字中国語や台湾

の繁体字中国語は「Google 翻訳ツール」を使わず

ともほぼ判別できると思います。 

特殊な技術用語や化合物名などは「発明の名称」

に現れない場合もありますのでその際は、要約や

請求の範囲まで対象を拡げて確認します。 

 

最近では、台湾特許庁から台湾特許だけでなく

中国大陸や韓国、日本特許などがワールドワイド

に検索できる「Global Patent Search System(GPS 

5)と略称します)」が現れ、便利に使えるようにな

りました。 

GPS の使い方、収録データの状況などの詳細は

別途、紹介したいと思いますが、以下それを使用

した簡体字中国語の抽出法を紹介します。もちろ

ん、台湾の繁体字中国語やハングルも同様に抽出

できます。 

 

台湾特許庁の台湾特許のみを収録する通称

TWPAT 6)というデータベース（台湾特許の収録は

GPS と同じ）でも発明の名称には英語情報が付与
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されていますので活用できますし、2015 年以降、

TWPAT でも GPS でも英語はもちろん、簡体字でも

繁体字に自動変換して台湾特許が検索できるよう

になっています。 

TWPAT では簡体字で検索しても中国大陸特許は

検索できませんが、GPS では中国大陸特許を指定

して繁体字でも検索できるようになっています。 

 

① まず英語用語を「発明の名称」で検索します。 

ここではいわゆるコマンド検索（進階檢索）で

の検索式例を示します。 

(solar cell* or solar batter*)@TI 19221 件

（2000-2018 年公開特許） 

 

② すると、「太阳能电池」「太阳电池」などが抽

出されます。中国語では「太陽電池」という

表記よりも「太陽能電池」という表記の方が

一般的になっています。 

 

③ 次いで、既に抽出した「太阳能电池」「太阳电

池」を not 演算してこれら以外の表記を確認

します。 

((solar cell* or solar batter*) not (太阳能

电池 or 太阳电池))@TI 141 件 

 

solar cell や solar battery として以下の中国

語が充てられていることが確認できます。 

・太阳能电瓶 

・太阳能单电池 

・太阳能电 

・太阳能充电 

・光电池 

場合によっては「太阳能」だけが、また「光伏」

や中国語の誤記と思われるような「太阳池」など

もあります。 

 

④ これらも加えて not 演算すると 

((solar cell* or solar batter*) not (太阳能

电池 or 太阳电池 or 太阳能电瓶 or 太阳能电 or

太阳能充电 or 光电池 or 光伏))@TI 108 件 

 

さらに得られた異表記も加えて０件になるまで

繰り返せば網羅できることになります。０件まで、

とは言わなくてもかなりの異表記を集めることが

できます。類義語や上位概念をどこまで収集する

かは調査目的によりますが上記手順で中国語を収

集しています。英語から中国語を抽出する同様の

内容を INFOPRO2019 でも紹介していますので参照

ください。7) 

もちろん、英語情報から検索しますので誤訳さ

れた用語なども抽出しますので注意が必要です。 

 

「こんな面倒なことはとてもやってられない」

と思われる方も多いでしょう。しかし、調査会社

でもない限り全分野の用語（中国語）が必要にな

ることは少ないでしょう。自社に必要な用語は限

られたものです。時間あるときに集めて原語（中

国語）検索してみてはいかがでしょうか。 

 

３．中国語独特の表記例 

中国語には、日本語表記（用例）とは異なる表

記の漢字があります。そのような独特の表記も存

在することを認識して、用語を抽出し、検索式を

立てる必要があります。抽出方法は上記と同様、

英語用語から抽出します。 

 その表記例を 1)用語の反転、2)用語の短縮、3)
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中国語での汎用語、と分類して紹介します。 

１）用語の反転 

語順が反転した用語です。中国語には反転して

使う用語が多くあります。表中の数値は、2000- 

2018 公開特許の「発明の名称」中の件数です。 

 

表１．反転用語例 

积层 / 层积 

叠层 / 层叠 

层合 / 合层 

夹层 / 层夹 

氢储 / 储氢 

氢贮 / 贮氢 

氢吸 / 吸氢 

氢吸收 / 吸收氢 

碳纳米管 / 纳米碳管 

炭纳米管 / 纳米炭管 

茂金属 / 金属茂 

肤皮 护理 / 护 肤理皮  

635 / 505 

3331 / 5142 

1103 / 735 

2561 /115 

72 /1107 

10 / 247 

51 / 65 

22 / 3 

6702 / 217 

7 / 2 

572 / 134 

283 / 25 

 

「积层, 叠层, 层合, 夹层」はいずれも multi 

layer または laminate の中国語です。「积层」は

日本語でも使いますが、「叠层」は layer(层)をた

たむ(叠)という意味で、「夹层」は layer をはさむ

(夹)という中国語独特の表記です。laminate の表

意文字として納得できるものです。 

「氢储, 氢贮, 氢吸, 氢吸收」は hydrogen 

storage、「碳纳米管, 炭纳米管」は carbon nano 

tube、「茂金属」は metallocene、 肤「皮 护理」は

skin care を意味します。 

いずれも反転した用語が存在します。 

 

２）用語の短縮 

短縮して表記される例もかなり多いように思わ

れます。 

 

表２．短縮用語例 

丙烯纤维 / 丙纤 

羧甲基纤维素 / 羧甲纤维素 

芳香族 / 芳族 

249 / 25 

438 / 2 

1570 / 1312 

碳素电极 / 碳电极 

缩合聚合 / 缩聚 

乳液聚合 / 乳聚 

溶液聚合 / 溶聚 

降冰片烯 / 冰片 

永久磁铁 / 永磁 

光敏引发剂 / 光引发剂 

光致抗蚀 / 光抗蚀 

聚酰亚胺 / 聚亚胺 

聚合物 / 聚物 

隔离板 / 隔板 

热可固化 / 热固化 

酯基转移 / 酯转移 

玻璃纤维 / 玻纤 

风力发电 / 风电 

皮肤护理 / 护肤 

30 / 293 

13 / 559 

405 / 85 

97 / 110 

237 / 189 

361 / 13418 

41 / 495 

568 / 6 

3399 / 12 

32667 / 11673 

66 / 3688 

7 / 623 

8 / 25 

3682 / 1690 

10026 / 6227 

283 / 378 

 

赤く示した部分が短縮されて使われています。

短縮用語の方が出現頻度が高いことも多いのです

が、必ずしもそうとは言えません。 

英語用語を元に特定の中国語を抽出した時には、

反転用語あるいは短縮用語が存在するかどうか、

場合によっては「要約」「請求の範囲」まで拡げて

確認しておくことも重要です。 

 

特に一文字で表記されるものは他の用例やノイ

ズも入り、やっかいです。 

繊維関係用語では、乙纶(polyethylene fiber), 

腈纶(acrylic fiber)のように「纶」は「fiber」

として使われますが、「filament」「yarn」として

も、また、尼纶(nylon), 维纶(vinylon)などの用

法もあります。 

 

３）中国での汎用語 

左列右側の用語は日本語的な用法のもので左側

が中国語で常用される汎用語です。 
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表３．中国での汎用語例 

组合物 / 组成物 

固化性 / 硬化性 

太阳能电池 / 太阳电池 

降解 / 分解 

放大 / 增幅 

内窥镜 / 内视镜 

机械抛光 / 机械研磨 

催化剂 / 触媒 

定向 / 配向 

冰箱 / 冷藏库 

182902 / 1705 

1875 / 242 

17951 / 2568 

15492 / 6436 

13510 / 107 

4346 / 97 

1170 / 517 

50478 / 1494 

7721 / 751 

14088 / 224 

 

「组合物(composition)」は構成物という意味の

用語も含まれますので件数は多くなっていますが、

日本語で「組成物(composition)」などとして使う

場合には以下のように圧倒的に「组合物」の方が

多くなります。検索条件は表中の抽出と同様。 

 

cosmetic composition 

化妆品组成物(13 件) 

化妆品组合物(1375 件) 

resin composition 

树脂组成物(328 件) 

树脂组合物(11414 件) 

「樹脂組合物」というと日本的表現では違和感

もありますが、中国では「組成物」ではなく、「組

合物」の方を一般的に使うようです。 

 

日本では「光硬化」と表現し、「光固化」などと

は言いませんが、中国では「硬化」より「固化」

の方が一般的なようです。 

photocurable and 光硬化(13 件) 

photocurable and 光固化(494 件) 

また、「降解」（分解）、「放大」（增幅）、「抛光」

（研磨）、「定向」（配向）など、全く見当もつかな

い漢字も普通に使われているようです。 

 

４．中国語出願人名の抽出 

１）出願人名の名寄せ 

出願人検索では、一般的に日本では同一会社の

異表記を名寄せして検索することが多く、商用英

語データベースでも DWPI などでは、原則として

500 件以上の出願を行っている出願人には異表記

を名寄せした 4桁の「出願人コード」が付与され

ていてこれらコードを使った検索が可能となって

います 8)。 

出願人コードでは子会社にも親会社と同じコー

ドが付与されていることが多く、親会社本体のみ

の出願を確認したい時などでは「出願人コード」

は利用できません。 

 

 

図９．DWPI 出願人コード検索画面 

 

表４．社名(HAIER)から検索した結果 
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HAIER（中国語名：海尔集团）などグローバルな

出願人においては、10 を超える出願人コードと

100 を超える出願人異表記があり、異表記をすべ

て並べて検索するなど難しい場合もありますから

便利な機能と言えます。 

 

ところが、中国特許庁(CNIPA)の統計データや中

国語検索で利用する CNIPR、WIPO の PATENTSCOPE

および Espacenet、さらにはその元となっている

DOCDB を利用して英語データベースを構築してい

る商用英語データベースでは、出願人名は名寄せ

されずに収録されています。 

 

図１０は 2011 年に中国特許庁から発行された

「専利統計簡報」の外国出願人の有効実用新案ラ

ンキング統計データ（権利が存続しているもの）

ですが、MOLEX や INTERDIGITAL TECHNOLOGY など

の中国語出願人名が名寄せされずにランキングさ

れています。この点を 2012 年に指摘させていただ

きましたが 9)、それ以降、外国出願人のランキン

グ情報は掲載されなくなってしまったのは残念で

す。出願人名が名寄せされずにカウントされてい

る状況は現在も変わりないようです。 

 

 

図１０．中国特許庁専利統計簡報 2011 年 07 期 

 

表５．PATENTSCOPE における簡易検索結果 

 

 

表６は PATENTSCOPE での簡易解析結果です。 

（CTR:CN and PA:(ZTE) and DP:[2005 TO 2017]） 

 

PATENTSCOPE 簡易解析による件数(Analysis)と

実際に検索した件数を示しました。法人格 Corp. 

のドットの有無、ドットの半角/全角、社名の大文

字/小文字など、わずかな違いにより自動的にラン

キングされてしまうようです。CNIPA の出願人統

計でも同様の処理がされているのでしょうか。 

 

表６．DOCDB 系データベースでの出願人表記ゆれ 

比克电池 483 

SHENZHEN BAK BATTERY 

ZHENGZHOU BAK BATTERY 

SHENZHEN CITY BAK BATTERY1 

SHENZHEN BIKE BATTERY 

BIKE BATTERY Co., Ltd. 

BIKE CELL 

SHENZHEN BEEK POWER BATTERY 

BAK INTERNATIONAL 

BIKE ENVIRONMENTAL PROTECTION 

318 

39 

1 

80 

24 

2 

4 

1 

1 

（2000-2019 年 公開特許） 

 

CNIPR 検索集合の簡易解析による出願人ランキ

ングも以下のように事業所ごとに出願されている

場合、事業所表記の括弧が全角か半角かで別カウ

ントされ、名寄せされていません。 
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表７．事業所単位の出願 

乐金电子(天津)电器有限公司 

乐金电子（天津〉电器有限公司 

乐金电子(沈阳)有限公司 

乐金电子（沈阳）有限公司 

 

日本では「乐金电子」として名寄せして検索し、

解析されることが一般的です。 

同様に、索尼株式会社/索尼公司（ソニー）など

のように法人格が異なるだけで、別カウントされ

てしまいますが、同一代理人事務所の中でも異な

る法人格が使われている場合もあります。 

 

 

図１１．CNIPR 簡易解析によるランキング 

 

２）中国語出願人名の抽出 

用語抽出と同様、Google 翻訳ツールが利用でき

ます。2016 年までは法人格まで入力しないと正し

い中国語表記を示してくれませんでしたが、現在

では法人格も不要のようです。 

CNIPR の出願人辞書の名寄せの機能も次第に充

実し、現在では英語名からでも中国語出願人名を

抽出できるようになりました。 

 

 
図１２．CNIPR による出願人名の抽出 

 

中国語をデータベースから抽出した要領で出願

人の異表記を網羅的に抽出することができます。 

 

① 英語出願人名から中国語を抽出する。 

(FUJIFILM or FUJI FILM or FUJI PHOTO FILM)@PA

で検索すると、 

「富士胶片株式会社, 富士胶片电子影像有限公

司, 富士胶卷迪马蒂克斯股份有限公司」などが抽

出されます。 

 

② 用語抽出と同様に not 演算して 0 件になるま

で繰り返せば網羅できることになります。 

((FUJIFILM or FUJI FILM or FUJI PHOTO FILM) 

not (富士胶片株式会社 or 富士胶片摄影 or 富

士写真胶片 or 富士写真软片 or 富士胶片电子影

像 or 富士胶片电子材料))@PA 

 

「富士胶片摄影 or 富士写真胶片 or 富士写真软

片」は 2010 年以前に使われた富士フイルム本体の

古い表記ですが、富士胶片光电（深圳）など現地

の関連会社も網羅できます。 
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英語表記 not 中国語表記 ⇒ 0 件まで検索

を繰り返し求めた FUJIFILM の異表記例は以下と

なります。 

 

「富士胶片株式会社, 富士胶片公司, 富士胶片摄

影, 富士写真胶片, 富士写真软片, 富士摄影胶片, 

富士写真菲林, 富士胶片电子影像, 富士胶片电子

材料 or 富士胶片亨特化学品, 富士胶片映像着色, 

富士胶卷迪马蒂克斯, 富士胶片迪麦提克斯, 富士

胶片戴麦提克斯, 富士胶片德麦特克斯, 富士胶片

索诺塞特, 富士胶片索诺声, 富士胶卷视声, 富士

胶片制造欧洲, 富士胶片欧洲制造, 苏州富士胶片

映像机器, 富士胶片平面解决方案, 富士胶片和光

纯药, 富士胶片亨特化学制品美国, 富士胶片精细

化学, 富士胶卷成像染料, 富士胶片富山化学, 富

士胶片欧文科技, 富士胶片 RI 制药, 富士胶片技

研制品, 富士胶片细胞动力, 富士胶片印刷器材, 

富士胶片光电, 富士胶片光学」 

 

もちろん、この方法では「FUJIFILM, FUJI PHOTO 

FILM」と英表記されていない関連会社までは抽出

できません。 

日本語社名で「富士写真光機」という富士フイ

ルムの関連会社があり、「フジノン(FUJINON)」と

社名変更し、現在では富士フイルムに合体したよ

うですが、2010 年前後には中国特許統計の中国実

用新案出願では外国出願人ランキング上位 10 位

までに入っていました。この FUJINON は中国語で

「富士能」として出願していましたが、どういう

訳か中国特許統計では「FUJI ENERGY」と訳されて

いました。「能」は energy として使われることも

あるためだと思われます。 

このように関連会社の把握は社名変更なども含

め、日本の出願人でさえ難しく、まして中国など

外国出願人の社名変更の把握は難しいものがあり

ます（M&A などに伴うものも含め）。 

 

５．中国語用語、出願人辞書「ゆれたん」 
以上のように抽出した中国語用語（異表記）、出

願人名（異表記）は繰り返して利用できるように

WEB サイト（サイト名「ゆれたん」）に掲載して

会社でも自宅でもアクセスして追加・修正できる

ようにしました。 
当初は、用語も出願人名もエクセルに登録して

管理していましたが、重複して登録したり、登録

した用語・出願人名が容易に抽出しにくかったり

しましたが、WEB にアップすることで登録、修

正などが極めて容易になりました。 
「ゆれたん」では、中国語簡体字だけでなく、

台湾の中国語繁体字、韓国のハングルなども登録

して、原語検索できるようになっています。 
近い将来は、ASEAN での原語検索が必要なイ

ンドネシア語、タイ語、ベトナム語についても同

様の原語辞書を構築したいと思っています。 
 
現在は社内の一部の方にしか公開していません

が、近いうちに一般の方にも無償で提供したいと

思っています。 
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中国語用語、出願人辞書「ゆれたん」 
個々のテーマの検索で苦労して集めた用語や出願人異表記も、その場限りの作業としてしまうのは労力

の無駄であり、再度利用することにより業務の効率も向上します。英語だけでなく、中国語繁体字や簡体

字、ハングルも、既に登録されているかどうかすぐ確認できるので便利に使っています。 
 
用語辞書 
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出願人辞書 
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６．まとめ 
商用の英語データベースに東アジアや ASEAN

の特許情報が収録され、これまで欧米の特許を調

査してきた担当者でも中国語やハングルなどを使

わずとも英語で調査できる環境となりました。 
しかしながら、特に中国特許の英語情報には数

こそ少ないものの誤訳やスペルミスが存在し、出

願前の先行技術調査ならまだしも、権利侵害調査

（クリアランス調査）においては、誤訳やスペル

ミスが存在しては調査漏れが生じてしまいます。 
また、その実態を知らずに英語情報だけで調査

を済ましてしまうサーチャーもいるようです。 
 
英語＋原語で調査することで調査漏れを極力減

らすことができますが、中国語やハングルなど原

語の読み書きができないサーチャーが如何にして

原語を抽出して検索式に反映させるかの一例を紹

介しました。 
 
また、本稿で紹介した用語辞書、出願人辞書「ゆ

れたん」の構築に当たっては渋谷亮介さんにたい

へんお世話になり、現在でもメンテなどをしてい

ただいています。業務の効率化に大きく寄与をし

ています。この場を借りてお礼申し上げます。 
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